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○議長（山須田清一君）：次に６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：項目が多岐にわたっ

ており、自分なりに勉強してきたつもりであります

が、失礼な質問があれば、お許しをいただきたいな

と、そのように考えて、これから質問をいたします。 

１番目に、防犯灯の整備。平成２３年度に浜猿払、

浜鬼志別、知来別の３地区がＬＥＤ化をされました。

未整備の地区、今後の整備計画についてお聞かせを

いただきたいと思います。 

またですね、ちょっと関連することでありますが、

ちなみに、整備をされた地区での平成２３年、去年

の９月から１０月にかけてという実施時期でござい

ますので、約１年が経過をしたところでございます。

ある程度の数字も出ていると思いますが、詳しい数

字はいりませんが、感覚として、どの程度、電気の

使用料が減額されたのか、それも併せてお知らせを

いただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。昨年度、浜猿払３４基、浜鬼志別   

９１基、知来別４５基と、海岸３地区のＬＥＤ防犯

街路灯設置工事を、多額の工事費でありましたが、

幸い、道の地域づくり総合交付金で約４割の財源補

填があり、村の持ち出しが若干ですが軽減され、議

会並びに自治会、村民の皆様の御理解により実施さ

せていただくことができました。 

改修後の状況ですが、電気料金につきましては、

ＬＥＤ灯設置に伴う契約変更に伴い、３地区とも、

ほぼ半減となっており、設置効果があったと理解し

ておりますが、このＬＥＤ等の特徴でもあり欠点で

もある照射角度の狭さで、光の届く範囲はこれまで

以上に明るいが、光の届かない範囲は極端に暗いと、

地域の方から一部、苦言が届いているのも事実で、

今後の課題と認識しているところでございます。 

御質問にあります未整備地区の今後についてであ

りますが、現在、防犯街灯の設置基数は、小石１７

基、鬼志別１５６基、芦野１８基、猿払   ２５

基、浅茅野４２基、浅茅野台地１９基、狩別は設置

がございません。以上でありますが、新たにＬＥＤ

を設置することとしますと、経費が多額であること。

さらに、器具の価格の変動が見込まれる、おそらく

下がるのではないかと。これらのことをですね、慎

重に検討しておりますが、各自治会さんからの御意

見をいただきながら、平成 ２５年度から、掛かる

経費を睨みながら、計画的に進めたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいと思っております。 

先ほどの、現実的な違い、料金の差、という質問

がございましたが、設置前の電気料が、平成  ２

３年４月から９月で４９万１３１５円。これがです

ね、設置後、同じ半月間で２５万２０４２円。５１

パーセントと減少しております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：費用と申しますか、

いわゆる電気料が、今、村長のほうから説明ありま

したように、ほぼ半減されていると。これは、整備

をされた地区はそうですが、今までの街灯であると

ですね、去年、たぶん、設置をされていただいてか

らですね、今までに、いわゆる電気料ではなくて、

球が切れたとか、あるいは、錆びて街灯が器具ごと

飛ばされたとか、そういうことが、この１年、たま

たま私が浜鬼志別自治会長をやっておりますが、そ

れは今のところありません。 

そういうですね、新しいものを付けていただいて、

寿命もですね、大幅に延びたのではないのかなと。

そういうことからしてですね、電気料もさることな

がら、そういう修繕費の項目もですね、相当この３

地区においては削減がされているのではないかなと、

そういうふうに考える一人でございます。 

今、各集落別にですね、街灯が今後、未整備地区

につきまして、個別に付いている街灯の数を申し上

げられましたが、最後にですね、狩別地区がゼロだ

ということもございます。次の質問もありますけれ

どもですね、そういった、いわゆる修繕費等も掛か

らないと。それと、電気料も半減をされたというこ

とからですね、いろいろ、普及の度合いで、いわゆ

る設置の費用が大幅に変動する可能性もあるわけで

ございますが、そういう修繕費も大幅に減るという

観点からですね、私は少し 先んじてですね、投資

を行っていってはいかがなかと。そういう道とか、

国とかの補助率が、昨年に実施した段階では４割あ
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るといったふうにお聞きをしておりますが、今年、

あるいは来年等につきまして、そういう調整をして

いただいてですね、是非、これを積極的にですね、

進めていただきたいなと、そのように思います。 

防犯灯の整備についてということで、私も、最後

に狩別地区がゼロということでございました。私も

ですね、この質問をする事前に、各農家地区をです

ね、いつも国道、浅茅野台地の周辺を通るたびにで

すね、所々ですね、国道の、いわゆる交通の、そう

いう交差点ですとか、あるいは、曲がりカーブです

とか、そういう所にですね、国道の、いわゆる交通

安全灯と申しますかね、種類は違うと思いますが、

事故の危険のある場所、そういう所に交通安全灯が

付いておりますが、各農家の前を通りますとですね、

搾乳している時間につきましては牛舎とか、あるい

は住宅とかに電気は点いておりますが、入り口の所

には、ほとんど国道を通っていてもですね、浅茅野

台地地区でいいますと、こちら側（稚内方面）から

行ったら、浅茅野小学校を過ぎたあたりにですね、

二、三か所にパラパラと付いている程度でございま

して、一回、中のほうもですね、ちょっと入って見

ました。そしたらですね、ほとんど付いておりませ

んね。そして、狩別もゼロということでございまし

てですね、私は、農家という捉え方ではないのです

が、隣と隣の間が相当数、離れておりましてですね、

例えば、外部から、そういう暗くなった時間帯に行

ったときにですね、目印にもなる。あるいは、そこ

に子どもさんがいたときにですね、今は、いわゆる

小学校でも中学校でもですね、家の前まで迎えに来

ていただいて、また家の前に送り届けるというよう

な、そういう体制の整備は、なされておりますが、

真っ暗な所に子どもたち、あるいは、お年寄りもで

すね、今、福祉タクシーですとか、そういう介護の

車が行ってもですね、自分の家の前が真っ暗だとい

うのはですね、非常に、住んでいると気が付いてい

ないかもしれませんが、どこかに明るいのがあるの

と真っ暗なのとでは、心の中に、そういうものが残

っていくのではないのかなと。防犯、そういう意味

からもですね、是非、私は、そういう、かなり距離

が離れて一軒ポツンといった所はですね、この今の

時代にですね、積極的な考え方を持ってですね、是

非、付けていただきたいなと。 

ただ、私は、付けてですね、そしたら、そこに今

は村民負担分と申しますか、いわゆる自治会の電気

料の関係ですが、これもですね、負担の割合をです

ね、やはり見直すべきだと。そういうふうに考えて

いる一人でございます。かなり各集落におきまして

もですね、今、ある程度十分なだけ街灯は付いてい

ると思います。ただ、だからといって、離れた所は

１軒に１個付いているのだから、集落の中でも１軒

に１個ずつ付けろと、そういう声にはならないと思

いますので、その辺をですね、例えば、全額掛かっ

た電気料金をですね、猿払村内の総世帯で割り返し

てですね、それをまた各自治会ごとに集計した額で、

皆さん方に、それぞれ公平な負担を求めると。そう

いうように改めて いっても良いのではないのかと。 

いわゆるＬＥＤになって、グンと料金は安く な

っております。皆様方に、それぞれの世帯にですね、

そういう割り返しをしていってもですね、私は、高

くはならないと。そういうふうに、今、こういう時

代で踏んでおりますので、その辺も含めて、どのよ

うな考え方で、今後そういう無街灯の防犯灯の地区

の整備を、どういうふうに行っていくのか、それを

お聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。現在の各地区の防犯街灯の設置基数は

先に申し上げましたが、この防犯街灯の設置基準に

つきましては、明確な基準がないのが正直なところ

でございます。既存の街灯につきましては、各自治

会さんからの経費一部負担及び管理に係る協力をい

ただきながら、これまでですね、新設に関しまして

は、各地区からの要望により、経費面も考慮しなが

ら設置してきた経過と認識しております。御質問の

とおり、地域によっては村設置の防犯街灯の基数が

少ない、あるいは全くない地区もございますし、農

家さんを始め、個人で設置、管理をされているお宅

もあると承知しております。 

各農家全戸に一つずつ設置できないかという御質

問でありますが、農家さん以外の箇所との関係、設
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置後の自治会さんの経費負担という側面からも、１

番目の御質問にありました各地区ＬＥＤ整備の件と

併せ、対象となる自治会さんと協議をさせていただ

き、対策を検討させていただきたいと考えておりま

す。 

また、経費負担の変更につきましてもですね、先

ほどの議員のおっしゃった人口割、また、戸数割で

電気料を計算いたしますと、今の実績と多少なりと

も差が出てまいります。それらのことも含めまして

ですね、自治会の皆様と、しっかり協議して方向性

を決定してまいりたいと考えているところでありま

す。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんもですね、

私の認識と同じかなと、そのように理解をいたしま

した。私も、そういう形で考えて、これからですね、

やはり計画をしながら。それと、皆さん方の合意を

いただきながらということで、是非、その実現に向

けて努力していただきたいなと、そのように思いま

す。 

次、２番目。民間アパートにつきまして、お尋ね

をいたしたいと思います。９月定例会の予算審査特

別委員会の質疑のやり取りの中で、私の考え方と村

との考え方との中で、違いがありました。後日、私

に予算審査特別委員会の委員長さんより見解をいた

だきました。私自身は、勉強不足なせいか納得はし

ておりません。しかし、それはそれとして、別の観

点から、公平に取り扱う点について、お伺いをいた

したいと思います。 

本年は、鬼志別地区で２棟８戸の建設予定と 伺

っておりますが、公売とおっしゃっているが、一体

どこの場所を何平米、売却をされたのか。まず御報

告をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：それでは答弁調整のため

１０分程度休憩します。 

 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時５１分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：答弁調整という

ことで、少しお時間を取らさせていただきました。

申し訳ございません。 

議員からの御質問に対してお答えを申し上げたい

と思います。売買をした土地の関係につきましては、

前回の定例会の中で、予算的にも、歳入の部分で予

算を見させていただいたときにも、御説明を申し上

げていたというふうに思っておりますけれども、鬼

志別南町４７５番地ほかの雑種地を、今回、建設を

いただいておりますけれども、村内業者２社に売買

をいたしております。１社につきましては６５７平

米、もう１社につきましては ５４３平米の広さを、

それぞれ売買しております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、答弁ありました。

具体的な場所について、後で図面でも提出をしてい

ただければなと。場所も鬼志別南町という住所です

から、およそはアレなのですが、公売という観点か

ら見てもですね、やはり、きちんとした図面を付け

てですね、事前に報告をするというのが一つの方法

ではないのかなと、そのように思います。 

鬼志別は、本年は２棟８戸というふうに伺ってお

りますし、私も現地を見ておりませんので、進行し

ているというふうに皆さん方のお話しを聞いており

ます。来年度以降ですね、再来年まで建設の年度が

ありますが、それでは知来別、浜鬼志別、浜猿払地

区、それぞれ、例えばですね、こういうことも予想

されるかなと思いますし、それが提供できる村有地

があるかないか。これは、なかなか難しいことなの

でしょうけど、そういった場合に提供できる村有地

が、それぞれの地区にあるのかどうか。そういった

場合に、何か打開策とか、そういうものも、今から、

いろいろな形で、スムーズにいくようにですね、そ

ういう方向性を見出すべきではないのかなと。そう

いうふうに準備も必要だと。そのような観点からで
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すね、村長のほうとして、どのような準備をしてい

るのか。その辺についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の民間アパート用

地の準備についての質問についてお答えをしたいと

思います。現在、村内における村の宅地分譲地の地

区別区画数でございますが、鬼志別地区が ２区画、

知来別地区が４区画、浜猿払地区で２区画あります。

しかしながら、宅地分譲地については個人住宅用の

分譲地であり、民間アパート用地という目的での分

譲地ではございません。１１月１５日付けの回覧に

て宅地分譲地の予約募集を 行っており、平成２５

年１月１１日までの申込期間としておりますが、き

ょう現在、申込みはありません。申込期間までに予

約がなければ、来年の春に、民間アパート用地も可

能として再募集をかけたいと考えております。 

なお、浜鬼志別地区は、現在、民間アパート用地

として提供できる村有地はありませんが、浜鬼志別

地区には民間の宅地分譲地があることから、私有地

がない方については、民間の宅地分譲地の活用をお

願いしたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：来年度といいまして

も、もう間もなくでございます。それとですね、や

はり建設の期間というのもですね、１棟４戸という

ことで、長い期間が掛かると。しかし、良い時期に

ですね、建設が進んで、良い仕事ができると。そう

いう観点からもですね、やはり事前に準備をしてで

すね。 

それと、今年度の場合はですね、初年度ですから、

やはり村民の方々にですね、周知する。新しい事業

であって、巽村長もですね、目玉施策の  一つで

もありますから、やはり多くの村民の方々にですね、

周知をきちんとして、そこの中からですね、皆さん

方が納得できる形でというのが一番良い方法だと思

いますし、今年は公募期間が１か月間ということで、

金額からしてもですね、御用意できる、それは３０

００万円、あるいは村のほうからは１４００万円ほ

どの補助が、村内業者にお願いをするとできると。

そういう準備をですね、相当期間、やはり必要なの

ではないのかなと。それだけの投資になればですね。 

それが今年度は、周知期間が１か月間。初めての

ことですから、今までやったことにつきましてね、

どうのこうのではないですけど、二年目ということ

で、そういう初年度の状況も踏まえてですね、準備

周到に進めて、そういう、スムーズにいくような方

策を取るべきではないのか。公募の期間は、初年度

は１か月ということでしたが、来年度も、どうして

も３月の、初年度の予算編成がなければ、そういう

ものが公募できないのかどうか。 

ただ、条例的にはですね、いわゆる平成２４年度、

２５年度、２６年度と、３か年の期間ということで

定まっておりますのでね、そういう募集の期間、公

募の期間等をですね、やはり周到に準備して、早く

に出せるような。それと、周知期間が初年度の場合

は、ちょっと１か月では、ちょっと私は短かったか

な、という自分なりの思いもありますが、これらを、

もう少しスムーズな方法で。長くするのか、事前に、

そういうことを流しながら、１か月間でも良いけど、

村民に参加していただけないかと、周知をする必要

があるのではないかと。その点につきまして、お伺

いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。私も、この民間アパートの建設について

は、できるだけ多くの方に使っていただきたいと思

っておりますし、予算の範囲内でですね、すべて民

間アパートが増設することをですね、切に願ってお

ります。そのためにも、できるだけ周知期間、募集

期間を長くしていただきたいという御質問ですけど

も、ただ、予算が伴うものに関しましてはですね、

これは、どうしても議会の議決事項でございますか

ら、この議決を得ないで募集することは、ちょっと

不可能だと思います。それ以外の点でですね、でき

るだけ皆様が募集しやすいような体制を整えてまい

りたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今年度はですね、特

に、この制度の初年度でもある。やはり皆さんが期
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待をしてですね、入居したいなという方々も少しい

らっしゃるようにお話を承っております。入居の募

集や決定等につきましてもですね、やはり私は、こ

ういう公明性が問われるということは必須のことで

はないのかなと。この制度が導入されたことの評価

が問われるときでもありますので、それらにつきま

してもですね、踏まえた対処をしていただきたいな

と。それを一つお願いをしたいと思います。 

次に、下水道供用地区ということで限定を、今は

建設予定を鬼志別も含めて４か所ということで決定

をしておりますが、私は下水道の供用地区以外でも

ですね、需要があればですね、浄化槽で十分、今も

建築ができているわけですから、浄化槽の設置によ

りましてですね、これ以外の地区も対象にしては良

いのではないのかなと。 

それは需要があればということですが、予め、こ

こで限定をしてしまうとですね、そういう地区で建

設をしたいなという、例えば、農家地区でもですね、

従業員さん等を雇用している、そういう地区につき

ましてですね、こういう考え方も出てくるのではな

いかと、そういうふうに思われますので、この点に

つきまして一つ、お伺いをしていきたと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。民間賃貸住宅建設費の助成対象区域に

つきましては、猿払村民営賃貸住宅建設促進助成条

例の規定に基づき、集落排水施設の処理区域内と定

められており、鬼志別地区、浜鬼志別地区、知来別

地区及び浜猿払地区の４地区が対象となっておりま

す。対象区域の設定に当たりましては、条例案作成

の際に、村内部で協議、検討を重ねてまいりました

が、最終的には合併処理浄化槽の設置による追加コ

ストが生じることに加え、コンパクトなまちづくり

を進めるという考えの下、一定の人口がある集落排

水区域に限定して実施するという判断をいたしまし

た。下水道供用地区以外でも助成を認めるべきでは

ないかという御質問でありましたが、先に申し上げ

ました考え方に基づき、当面は現行どおりにしたい

と考えております。 

なお、この事業は平成２６年度までの時限立法と

なっておりますので、それまでの間に、村内におけ

る賃貸住宅の需給状況や、同格事業の実施効果等を

検証した上でですね、対象区域の見直しも含め、助

成事業の継続の有無を検討してまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：平成２６年度までの

時限立法ということで村長さんから今、答弁をいた

だきました。それを延長するかどうかという段階で

ですね、やはり、そういう下水道整備地区以外の検

討もですね、もし、これを延長するということであ

ればですね、そういう検討を十二分に重ねていただ

きたいなと、そういうふうに思います。 

次にですね、村営プールと浜鬼志別保育所の建て

替えについてということで御質問させていただきま

した。村営プールはですね、お聞きをいたしました

ら、築４１年になるそうでございます。私も先日ち

ょっと見てまいりましたし、夏の開設している間、

たくさんの子どもたちが利用をしているそうでござ

います。しかしですね、老朽化が著しいというか、

いろいろな所にテントを掛けているということなの

で、その辺は私も細かく見たわけではありませんが、

虫だとか、そういうものがたくさん入ってきて、衛

生上も大変良くないというお話しを多々承ります。

今ですね、プールも新しく建て替えるとすればです

ね、相当な投資になると思いますけれども、４１年

が経っておりますので、そろそろ、そういう検討時

期に入ってきて良いのではないのかなと、そういう

ふうに考える一人でございます。 

それと、浜鬼志別保育所も築３２年。今年度はで

すね、窓枠と、雨漏りが大変酷くなってきていると

いうような状況からですね、結構な改修がありまし

た。それとですね、プールも、それから保育所もで

すけども、鬼志別保育所もですね、何年前でしたか

ね、新しくなって、そして用地的にもですね、職員

さんの駐車場のスペース、あるいは父母が何か行事

があるときにですね、そういう駐車場の確保、ある

いは、子どもたちが外で遊ぶ周りの環境、あるいは、

そういう競技をする。 
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そういう観点から見ましてもですね、保育所もで

すね、どこかでは、そういう移転先を見つけてです

ね、それと建物自体もですね、木を多く使ったとか、

そういうような新たなですね、そういう保育行政と

いうのですか、要望というか、そういうものが多少、

変わってきていると。そういう観点からもですね、

やはり早期の建設が必要ではないかなと、そういう

ふうに考える一人でございますので、その点につき

まして、どういうふうにお考えなのか御答弁をいた

だきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の村営プール及び

浜鬼志別保育所に関する質問にお答えいたしますが、

まず最初に、私から浜鬼志別保育所に関する答弁を

いたしまして、村営プールに関しましては、所管で

あります教育長から答弁したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

まず、浜鬼志別保育所についてでございますが、

浜鬼志別保育所は昭和３９年にスタートし、昭和５

５年度に常設保育所として建て替えを行い、現在に

至っておるところであります。建物としては、自治

会長さんも良く御存じのように、長く使用しており

ますが、これまでに、厨房の改築、屋根、壁、暖房

機器等のメンテナンスを行い、より良い保育環境の

提供に努力をしてきております。 

建物としては、まだ使用限度、耐用年数５０年に

は至っていないと判断しており、今後もメンテナン

スに重点を置きながら使用していきたいと考えてお

ります。しかしながら、５０年の経過がなくとも、

建物の傷み具合を見ながら、建て替えが必要な状況

が緊急に出た場合につきましては、検討してみたい

と考えております。私からは、保育所に関しては以

上でございます。次、教育長から答弁いたします。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：村営プールの建て替

えの質問ということで、お答えさせていただきます。

村営プールについては議員が御指摘のとおり、昭和

４６年６月に建設されており、４１年が経過してお

ります。その間、浄化槽、屋根、鉄骨などの修繕、

改修などを行いながら、平成１０年以降は２８４０

万円ほどの予算計上をしながら、村民の皆様に御利

用していただいているところでございます。先ほど

御指摘のあった虫の処理など、衛生的なところでも

御迷惑をお掛けしているかというふうに思いますけ

ども、管理人のほうでも大変、気を付けてやってい

ただいているところです。 

水泳は、命に係わることであり、健康増進との繋

がりが明らかになっていますことから、その必要性

は大きいものというふうに認識しております。その

ため、プールの更新、改修等につきましては、何度

も検討してまいりましたが、その時々の情勢により

実施の動きまでには至っていないのが現状でありま

す。 

今後もですね、村民の皆様の意向や、まちづくり

の方向性との兼ね合いの中で、複合施設的な意味合

いも含めて、丁寧に検討していきたいと考えており

ます。その節は、ここにお集まりの議員の皆様の力

もお借りしながら、計画、改修の検討をさせていた

だきたいというように考えているところです。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長からと、それか

ら教育長さんからと、答弁をいただきました。  

一つの保育行政、あるいはプール。身体の発達にで

すね、大変良い結果を残しているものだと、そうい

うふうに考えております。今、プールのほうにつき

ましてはですね、複合施設ということも視野に入れ

ながら、近い将来には検討を重ねて、どこかの時点

で建設を決断するものと考えておりますけれども、

そういう一つの時代の観点からもですね、さらに進

んだものに、建て替えをしていただきたいなと。 

今までもですね、なかなか財政が非常に厳しいと

いう中でですね、やっと今年は保育所も改修の予算

が付いたというふうな観点でございますので、これ

からの中でですね、総合計画もありますし、そうい

う中でですね、必要なもので、かつ衛生的で、健康

な子どもたちの成長に欠かせないものだと思います

ので、そういう観点に立ってですね、早期に、そう

いう計画が出されることを期待をしております。 

次にですね、軽費有料老人ホームについて。これ

は私も前にも質問いたしましたし、各定例会で同僚
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議員の中からもですね、それぞれ数名の方から同じ

ような質問がなされているところでございます。し

かしですね、今年度になりまして、稚内市はですね、

民間の業者がですね、建物を建設をして、その軽費

有料老人ホームの運営を、札幌市に本部のある実績

のある事業者が受託をして、稚内市で、その軽費有

料老人ホームが今年度中ぐらいに完成する予定だと

いうふうに私は聞いておりますし、新聞報道でも、

そのようにありました。 

私はですね、質問した中にでもですね、今、村内

に、そういう施設につきましては、特別養護老人ホ

ーム、それと、老人デイサービスセンターが併せて

ございますが、その軽費有料老人ホームというのは

少し趣旨が違うと思いますし、いろいろな形で高齢

化の波がズンズン押し寄せてきて、元気だった方々

もですね、なかなか食事が、きちんとできなくなっ

てきたりですね、そういう方々がですね、ある程度、

まだ今は、そういう施設にも頼らない、しかしデイ

サービスセンター、あるいは、そういう所からです

ね、食事の供給を受けて、それぞれ生活をしている、

というふうに自分なりに認識をしておりますが、そ

ういう方々の中にですね、そういう一定の需要が少

なからずあるのではないかなと、そのように考えて

いる一人でございますし、そういう思いもありまし

て、質問をしてきたところでございますが、稚内市

という、すぐ隣の市でですね、そういう少し大きな

施設ができると。こういう機会にですね、村のほう

で、もう一度検討してみてはどうだ、というふうな

考え方になりまして、それで今回の質問をいたした

いと思います。村長さんに是非、そういう検討をし

ていただきたいなと、そのように思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。まず、御質問項目にございます、軽費

有料老人ホームでございますが、軽費老人ホームと、

有料老人ホームと、それぞれ制度的な違いがござい

まして、議員の御質問の主旨は、軽費老人ホームに

ついてと理解させていただき、答弁をさせていただ

きます。 

軽費老人ホームにつきましては、給食サービスの

有無など、受けられるサービスの違いにより 三つ

の分類があり、いずれも、基本的には身の回りの世

話がある程度できる方が入所条件ですが、中でもケ

アハウスには、入所中に介護が必要と なった場合

に引き続き介護サービスが受けられるという施設も

あり、利用料金も様々に設定されているようであり

ます。 

こうした施設系サービスの是非は別にいたしまし

て、昨年１２月定例会、そして、今年の３月定例会

で、同僚議員の一般質問におきまして、当初ですね、

私が申しておりました特養施設の増床という点で、

要介護の待機者数の観点から、当面、在宅サービス

の充実に視点を切り替え、既存サービスや、新たな

施設建設の要否を含めた検討ということで、副村長

をヘッドとした会議において、ただ今、検討されて

いるところでございます。 

在宅サービスの充実には、今、村に何が必要なの

か、どれがベストかを見極め、高齢者の皆様を始め、

村民が安心して暮らせるサービスを作り上げるとい

う観点で、引き続き検討を継続させていただきたく、

御理解をお願いいたします。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：隣町の稚内市に、そ

ういう建物が今、建設中でございまして、今年度中

に竣工されて、来春以降に運営が始まるなと、そう

いうふうに思いますが、これらにつきましてもです

ね、実際に運営の状況とか、そういう建物を建てた

場合にですね、補助金だとか、いろいろなことがあ

ると思うのです。それで、近いのもありますけれど

も、そういう情報をですね、つぶさに調査をすると

か、そういう方策は必要だと、私は思うのです。 

村内でもですね、今、在宅サービスの充実という

ことで、副村長をヘッドとしてやられている、とい

うことでございますが、そういう在宅の中にでもで

すね、一定程度、身の回りの世話はある程度しても

ですね、食事がたまに欠落したりですね、そういう

ような、いろいろな状況下にある方もいらっしゃる

と思うのです。 
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先日もですね、約８０歳ぐらいの女性の方とです

ね、ちょっとお話しをする機会があったのですけど、

今まで頑張ってきたけど、なかなか息子たちの所も

行けないしと。それで稚内市の施設の話が出てまい

りまして、そこにでも行くかな、というような、そ

ういうお話も、話の中でありました。いろいろな形

で、健康で、ずっと頑張ってきた人がですね、そう

いう気持ちに少しなるということがですね、村内に、

そういう施設があれば、お世話になろうかなと。 

これはですね、なかなか、需要と供給のバランス

というものがありますけども、一つは行政のスタン

スではないのかなと。どういう形で、ここの村で最

期まで終わっていただきたいな、という考え方が基

本にあればですね、どこかで、それぞれの、行政の

手の中でですね、これは、やってみるとですね、意

外に経費が掛かったり、大変な運営もあると思いま

すが、是非、それをですね、いろいろな需要のある

中で検討を、調査して、実際のそういうところでで

すね、進めていっていただきたいなと。そういうふ

うに思っている一人でございます。 

次、持家住宅の促進助成金について。村内では、

本年は近年にない住宅建築があると認識をしており

ます。この国会解散前におきましてですね、消費税

の増税法案が通りました。平成２６年４月からです

か、８パーセントになる。また、その後、次の年に

はですね、１０パーセントに上がると。ただし、経

済の状況が上手くいったら、そういうふうになると。

しかし今、大きく国論として二分をされている状況

ではないのかなと。そのような中で今、衆議院議員

の選挙も行われておりますが、そればかりではない

のですけども、そういう駆け込みの需要も多少ある

なと。そういうふうにも 思っている一人でござい

ます。 

それとですね、本村におきましては、先日も巽村

長のほうから、本年は出生数がですね、４０人を超

すというように、大変嬉しいですね、報告もありま

した。このようなこともですね、今、村内に定住さ

れている若い人方が、そういう子育てということを、

これからですね、今年の４０人を機会にですね、ま

た次年度も少し継続をしてですね、増える傾向で続

いてほしいなと、そう願っている一人でございます

が、それとは直接は関連はないのでしょうけど、し

かし、こういう子育て、子どもさん方の出生数が増

えてくるということはですね、近い将来、こういう

方々が、また猿払村に定住していただける可能性は、

私は大であるというふうに思っている一人でござい

ます。こういった形からですね、この持家促進住宅

の助成金についてということで、ちょっと調べをさ

せていただきました。 

昨年の４月から改正をされていると思いますが、

今はですね、北方型の住宅を村では推奨していると。

これは道でも推奨しているということでございまし

たので、大変良い制度があるなと。皆さん方が、そ

いう住宅の建設に踏み切っていただければなと、そ

ういうふうに思いますが、持家の推進を図る、とい

う建設促進条例でございますが、私はですね、この

目的の中にですね、そういう住宅の促進を図ると。

並びに、村内経済の活性化を図るということが書か

れておりますけれども、今の制度で北方型を村内の

業者が請け負いますと、 ５０万円のほかに、プラ

ス１５０万円、合計で  ２００万円いただけると

いうことでございます。 

ですけど、私は建て主、個人、村民の皆さん方が

選択肢として、助成金をいただけるということにな

れば、もう村内業者を選択せざるを得ないなと。目

的を見たら、そういうふうにハッキリと書かれてい

ると。しかし今、私は村内の経済の活性化というこ

とも大変重要だと思いますが、目的の最初のほうに

ですね、建て主さんが、この村に定住をして、これ

からずっと、ここで生活をしていけるのだと。そう

いう視点からですね、例えば、村内業者を選ばなか

った場合、あるいは北海道の各都市で、北海道マイ

ホームセンター。いろいろな会場がありますよね。

札幌市では何か所もありますし、旭川では１か所、

東神楽でも１か所。それぞれの国内有数の、そうい

うメーカー。あるいは外材を引っ張ってきた、そう

いう加工しているメーカーがありますよね。そうい

う所もですね、やはり切磋琢磨をして。私は、その

北方型と、そういう所が北海道で建築をする寒冷地

仕様ということは、当然、各メーカーさんとも考え
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て、研究、努力をしている、そういう作品が展示さ

れていると思いますが、建て主さんが、どれを選ぶ

かという選択肢が、今、この条例の中には、全くな

いのではないのかなと。 

村として、村内に（聞取不可）のように住宅を作

ると。そういう基本的なところからですね、立ち返

って、この条例を考え直してみてはいかがかなと。

そういうふうな提案でございますので、村長さんの

お考えを伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の御質問にお答え

をいたします。議員が冒頭におっしゃられたとおり、

今年度の我が村の出生者数は４１人。４０人を超え

ました。この２０年で最高の数となったところであ

ります。また、御存じのように、高齢化率も極めて

低く、また、先ほど議論になりました浜鬼志別保育

所に関しましても、これから数年間は児童数が減少

することはございません。したがいまして、浜鬼志

別保育所に関しては、今後しばらくの間は統合は考

えていないというお話を、今年、父兄の皆様にお話

しした経緯がございます。 

さて、そのように大変、この村は、これからの村

だと、私も認識しているところでございますが、今

回のですね、この持家制度の建設に対する助成制度

につきましては、持家住宅の建設促進による定住者

の拡大や、地域経済の発展に寄与することを目的に

設定された、猿払村持家住宅建設促進助成条例に基

づき、平成２１年度より実施をしております。助成

の内容につきましては、村内に持家住宅を新築し、

５年以上定住することを条件に、村内の建設業者で

施工した場合に２００万円、村外建設業者で施工し

た場合に５０万円をそれぞれ助成するもので、平成

２３年度から、耐久性や機能性に優れた住宅の建設

を促進するため、道が定める北方型住宅仕様での新

築を条件に加えたところであります。 

平成２１年度から今年度までの制度利用状況につ

いてでありますが、延べ２７件で４５００万円を助

成しており、その内訳としまして、村内業者での施

工が２１件で４２００万円、村外業者での施工が６

件で３００万円となっております。議員もおっしゃ

ったとおり、今年度は制度が開始してから最も多い

１２戸の新築が村内で予定されており、うち、助成

件数８件に対し１４５０万円の助成金を見込んでい

るところであります。これまでの経過を見ますと、

村内業者での建設が全体の約６割を占めていること

から、条例の目的であります、定住の促進と地域経

済への波及が、一定程度、図られているのではない

かと考えております。 

先ほど、議員から問題点も指摘されておりますが、

この条例もですね、平成２５年度限りの時限立法で

ございます。したがいまして、これまでの実施効果

や、今回、議員がおっしゃった問題点などをですね、

検証した上で、来年度のできるだけ早い時期に、村

としての、これからの素案を示し、議員の皆様とも

協議させていただき、持家住宅施策における今後の

方向性を定めてまいりたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長から答弁を

いただきましたが、今まで、条例が施行されてから

全体で２７件。うち、村外の業者が施工した分につ

きましては６件、村内の業者が施工した場合は２１

件という報告がありました。 

今年度、先ほども質問いたしましたけれども、い

わゆる民アパ（民間アパート）ですね。民アパも村

内の業者にお願いをすると３５０万円。それから、

村外だと２５０万円。そのオチと申しますか、いわ

ゆる村内の業者をお願いするのと、村外の業者にお

願いするのであれば、１００万円という差がありま

す。そこの仕切りでいくと、７０  パーセントと

いう割合でございます。しかし、北方型、持ち家の

住宅促進のほうではですね、村内の業者だと１５０

万円プラスして２００万円。そして、村外だと５０

万円。そしたらですね、比率としたら２５パーセン

トにしかならないのですね。今回の民アパは、後で

制定したわけでありますし、個人住宅のほうは平成

２１年度からということになっておりますが、この

辺の考え方はどうなのか。 

それから、もう一つですね、それ以外の選択肢が

あった場合に、先ほども言った、各メーカーの、い
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ろいろな研究をされてきたものについて導入した場

合には、ゼロということになりますので、もう少し

ですね、建て主というふうに、少し考え方を尊重し

て戻しても良いのではないのかなと。別に私は、村

内とか村外ということではなくて、できるだけ村内

の業者にお願いをしたいというのが私の信条でござ

いますが、やはり建て主は建て主さんで、いろいろ

な希望もあると思いますので、そういうのが（聞取

不可）になっているのだとすれば、やはり、この条

例、持家住宅をという形で。 

先日、担当のほうにお伺いをいたしましたら、こ

の北方型の住宅を村内の業者にお願いをいたしまし

て作ると２００万円の助成金が出ると。しかし、そ

の内の５０パーセント、それは道からの補助金があ

ると。それから、５０万円につきましてもですね、

５０万円の半額の、２分の１は道のほうから、そう

いう北方型住宅に対する奨励金があるというふうに

お聞きしておりますので、これらをですね、もう少

し充実したものに、もっと引き上げても良いのでは

ないのかなと。そういうふうに思いますし、引き上

げた上で、北方型住宅でないものを選んでも、ある

程度の村からの持ち出しが、助成があっても良いの

ではないのかなと。そういうふうに考えますけれど

も、その辺については、村長さんはどのようにお考

えをするか、それを、お聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷厚君・登壇）：野村議員の質問に

お答えしたいと思いますけれど、まず、ちょっと、

ありすぎて整理がつかない部分がありますけれど、

まず、助成金の絡みなのですけれど、持家制度につ

いては平成２１年度に制定されたということで、議

事録とか拝見しますとですね、いろいろと議員さん

とも協議した中で決められたという部分もありまし

て、あわせて、管外とも照らし合わせた中で、村内

業者については２００万円、村外については５０万

円という部分で制定させていただいたということに

なっています。 

この賃貸住宅も含めてですね、管内の情勢ですと

か、そういう部分を見ますと、かなり、うちのほう

は優遇されているような状況に位置付けされていま

す。この部分につきましては、一応、住宅施策の中

でも、民間アパートに、かなり期待をかけたという

形で、金額は決定されてきているという部分で押さ

えさせていただきます。 

あと、持ち主の希望によって、今後、引き上げた

らどうだとか、そういう部分なのですけれど、建物

自体は、北方型住宅の制限をかけていますけれど、

北方型住宅というのは、一定程度、スタンダード、

標準的な建物でございまして、今、ハウスメーカー

等はほとんど、そういった北方型住宅より上回るよ

うな建築をされているという部分になっていまして、

管理、北方型でいいますと、断熱性や気密性の部分

では資格者、ＢＩＳ（ビス）とか、ＢＩＳ－Ｅ（ビ

ス・イー）、これも北方型を設置するときに、条例

化のときに説明いたしましたけれど、そういう方が

建物を管理して、保管して、将来、永く使えるよう

な管理をしていくという部分が、北方型住宅の特徴

でないかという部分がありまして、この部分の採用

の部分で、北方型住宅の助成金という部分で、うち

のほうも議員 さんの皆さんの承諾をいただいて条

例化したという経過もございます。 

議員が指摘のとおり、いろいろな問題点はあろう

かと思います。ただ、これも先ほどの村長と重複し

ますけれど、平成２５年度の時限立法でやっていま

すので、本年度の実績を踏まえてですね、早い時期

に議員さんとか、そういう部分に提案いたしまして、

この制度についての協議をさせていただきたいと考

えますので、どうか御理解願いたいと思います。よ

ろしくお願いします。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、課長のほうから

答弁がありました。平成２５年度までの時限立法で、

この条例が以前にも、ずっと条例があったと思いま

すが、新しく改定されたのが平成２１年ということ

でございます。村的にはですね、大変、財政の厳し

い時期に、この条例が制定されたのではないかなと、

そういう背景を推察しております。それから村長さ

んが就任をいたしまして３年になるわけでございま

すが、村長さんも、また、皆さん方も大変な努力を

されてですね、公債費比率 １８パーセントを切る
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のだということで、巽村長さんも費用の削減だとか、

そういうことで大鉈を振ってこられて、今年度につ

きましては、いわゆる１８パーセントを切ったと。

こういう時期でもありますし、また、先ほどもお話

しをしましたけれども、少し良いニュースも入って

きていると。 

財政的にも少し、そういう形で余裕ができたので

あれば、やはり私は、前倒しをしてですね、こうい

うところにも、そういう再投資をしていくべきでは

ないのかなと。別に平成２５年度一杯までね、それ

を待たなくても良いのではないのかなと。条例が作

られたときはですね、なかなか費用的にも捻出する

のも大変だと、そういう時期でもございましたので、

それは、それなりに私も理解しますけれども、そう

いう形で、少し前向きな方向でですね、考えていた

だくのであればですね、平成２５年度を終了してか

らというのではなくて、平成２５年度から始まるよ

うな体制に持っていっても良いのではないか。その

１点につきまして、もう一度お尋ねをしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：平成２５年度からでも検

討してもらえないか、ということでございましたが、

今のところはですね、平成２５年度までの状況を見

て、その上で、様々な問題点がございましたら、そ

の上で、発展させていきたいなと考えております。 

今、議員おっしゃったとおり、実質公債費比率が

１８パーセント、昨年度の決算で切ることができま

したが、財政的には、まだまだ全道１７９市町村の

中でも下位に位置しているわけでございまして、決

して油断はできない状況ではございますが、ただ、

私といたしましては、そのような中でも、これから

は前向きに、それこそ、いつかの議会で議員とも議

論になりましたけども、人口を増加させるための施

策をですね、積極的に行ってまいりたいと考えてお

ります。その中でも、前の議論の中にもありました

けど、やはり地域の経済を活性化させて、その影響

を地域全体に及ぼすというのが、私の基本的な考え

でございますので、どうしても、地域経済活性化の

ための施策となりますので、その点を御理解してい

ただきたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：次、長寿祝い金につ

きまして、お尋ねをいたしたいと思います。現在、

村内には１００歳に達した方が３名いらっしゃると

聞いております。私の記憶で、随分と以前にですね、

１００歳に到達された方に村からのお祝い金という

ことで、大分、昔でございます。結構な金額で、お

祝いをされたということで聞いておりますが、現在

は、そういう制度がないというふうに理解をしてお

ります。 

敬老会もですね、ずっと、緊縮財政の中で、自治

会連合会のほうに補助金を出されて、そこの中で、

自治会連合会さんのほうで一つ、やっていただけな

いかと。その、やり始めた年度につきましては私、

ちょっと記憶はしていないのですけど、私が自治会

長になったときは、そういう趣旨でした。しかし、

昨年から村長さんはですね、これは、やはり村がや

るべきだと。この村に尽くされて、一生懸命やられ

た方に対して、やはり村長がお礼を申し上げるのだ

と。そのような観点から、昨年からは村主催という

ことで踏み切られたのは、私も大変良かったなと。

そういうふうに思っている一人でございます。 

しかし、この１００歳というのは、大変、この激

動の時代を乗り越えられて、１世紀という長きにわ

たってきたことでございます。なかなか到達できる

方というのは、極めて稀だと。また、それを達成さ

れたと。これは、やはり私は、最も敬意を表するこ

とではないのかなと。あるいは、また、一緒に生活

をされている御家族の方々に対してもですね、本当

に心からお祝いを申し上げたいなと、そういうふう

に考えている一人でございます。 

そういう点から見てですね、もし、村長さんに、

そういうお気持ちがあるのであればですね、そうい

う、復活。それは、私は、たくさんの金額ではなく

てですね、やはり村民が、皆さん全体でお祝いをし

てあげるのだというような、そういう趣旨の中から

ですね、私は、ちょっと村長さんに踏み切っていた
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だきたいなと。そういうふうに考える一人ですが、

村長さんの考え方をお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：ここで昼食のため午後 

１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。議員がおっしゃられたとおり、１００歳

に達した方、そして、間もなく１００歳に達する方

を合わせて、村内に３名いらっしゃいますが、御誕

生年は、それぞれ明治４５年、大正２年と、戦争や

技術革新著しい経済成長など、明治、大正、昭和、

そして平成へと、激動のときを過ごされ、今日の猿

払の隆盛があるのも御三方の大きく貢献されてこら

れた賜物であり、また御本人のみならず、この１０

０歳、御長寿を迎えるまで支えてこられた御家族の

皆様にもあわせて、この場をお借りいたしまして、

改めて感謝と敬意を表する次第であります。この御

三方には、それぞれ内閣総理大臣から祝状と記念品

が贈られ、私がお届けさせていただきました。 

さて、御質問にありました、何らかのお祝いとい

うことでございますが、御承知のとおり来年は開村

９０周年に当たる記念すべき年でもあり、これを機

に、村からも感謝状など記念の品を３人の方に贈呈

させていただくことで検討しているところでござい

ます。なお、来年以降ですね、１００歳になられる

方につきましては、村からも多少の記念品と、お祝

いをしたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今の村長さんの御答

弁に、気持ちがこもって、そういう検討をさせてい

ただいているという答弁でございましたので、是非、

そういう方向で検討していただきたいと、そういう

ふうに考えます。 

最後になりましたが、まちづくり懇談会について。

１１月に各地区で開催されました、まちづくり懇談

会には、今回は理事者の出席がありませんでした。

今年は４月に村長さん、それから、３月に議会で承

認をいただいた副村長、それから教育長さんの新任

という形で、今年の４月には村の理事者が勢揃いし

たと。ですから、この１１月には担当の職員でやる

のだと。こういうお話を前にも伺っておりました。

しかし、私は、やはり新年度、あるいは、来年は９

０周年を迎えるというようなときにですね、やはり

春につきましては新任の副村長、あるいは新任の教

育長さんの紹介ということで、それはそれで意味が

あったし、大変重要なことだと思いますが、やはり、

村民の前でですね、皆さん方のお話を聞くに当たっ

てですね、生の声を村長さんに聞いていただきたい

と。そういう声が村民の中にあるのは当然でござい

ますし、村長さんがおっしゃる、それぞれ担当の職

員が来るというのも分かります。しかし、それは、

あくまでもですね、担当の職員さんの考え方にも、

あるいは、その裁量の仕方にもあるのだと思います

が、何か今一つ、そういう手応えのない会になって

しまったような各地区のお話を聞いておりますし、

私も参加した所でも、そのような印象は拭えません。 

そういう年にですね、やはり、もっともっとです

ね、来年の９０周年ということが、どういう形でや

るのかと。先ほどもですね、同僚の議員が、やはり

全村民が、いろいろと参加できる。この  ９０年

の節目に、ここの村にいて、こういうものに係わっ

たのだと、そういうことが感じられる、そのような

村づくりを進めていく必要があるのではないのかな

と。そのような観点からでもですね、やはり、村長

さんに来ていただきたかった。 

それと、今年に入りましてですね、６月だったと

思いますが、北海道工業大学との連携。ボランティ

アのポイント制度については、いつから開始になっ

たのか分かりませんが、先日、交流セン  ターの

ほうで行われました自殺予防の講習会に出ましたら、

そういうポイントがあるのだということが、私も分

かりました。こういうのもですね、やはり、もう少

し噛み砕いてですね、そういう機会に、担当の人方
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もですね、こういうことがあるので是非、そういう

ボランティア等も率先して。そして、ボランティア

をしていてもですね、そういうポイントの対象にな

っていないという場合もあります。しかし、それは

何かというと、全村民が、いろいろな形で係わり合

える、そういう村づくりをする一つのポイント制度

の役割だと、そのように感じております。 

そういう面でですね、村長さんが、もう、まちづ

くり懇談会は終わりましたけども、今後どのような

方向に向けて、やっていこうとしているのか。それ

を一つお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。まちづくり懇談会は、毎年、春と秋の２

回開催しており、昨年度は、５月の開催を地域担当

職員、１１月を理事者で。今年度はですね、副村長、

教育長が新任となったことから、５月を理事者、１

１月を地域担当職員の出席で開催しておりました。

地域担当職員が開催するのは、地域の課題や情報を

共有し、その解決や個性的な地域づくりを職員が支

えるという目的から行っているものです。 

１１月に開催しました懇談会の中でも、理事者の

出席についての意見があったと聞いております。今

後につきましてはですね、各地区担当職員の代表者

による調整会議で、あり方を再度検討したいと考え

ております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんから答

弁いただきました。だけど、来年度以降について村

長さんが、どういうふうに考えていくのかと。こう

いう基本的なところのやり取りだと思います。 

それと、道工大との連携。これも、どういう形で

進めていくかというのは、私は、村民が全体であっ

て、一部の役場さんとか、あるいは漁協さんだとか、

農協さんだとか、そういう産業関係の、ごく一部で

あってはならないし、それを少しずつでも、いろい

ろな形で交流していく中でですね、村民に浸透させ

ていくべきではないのかなと。 

それと、老人世帯の見回り確認ということで、ト

ドック（「生活協同組合コープさっぽろ」の宅配シ

ステム）との協定。これが、どういう過程で行われ

たかというのは、私は良く分かりませんが、先日、

浜頓別町商工会さん、あるいは新聞販売店等も含ん

だ商工会と、町とが、そういう老人見回りというこ

とで、先に地元を選択をされたように新聞には載っ

ております。やはり私は、地元の中で、新聞店さん

もありますし、商工会の会員さんもおられましょう

し、また、地元の農協さんとか、そういう方々、あ

るいは地域の方々。地域自治会の方々もですね、そ

ういう連携は、当然、今までも、ずっと、コツコツ

やってこられていると思います。別に間違っている

とかということではございませんが、そういうこと

を明文化したのがト ドックではないのかなと。し

かし、その前に、そういう地元の、そういう協力を

いただくのだということで、そういう方針でいって

いただきたいなと。そちらのほうは少し先だったの

が、こちらのほうが先になってしまったのが、ちょ

っと後回しだと思いますが、その辺について、村長

さんのそういう姿勢が、ちょっと感じられないよう

な気がいたしました。 

それで、やはり私は、そういう形で村長さんが積

極的にですね、村民の皆様方に働き掛ける。連携を

する。協力をいただく。そういう姿勢が大事なこと

ではないのかなと。そういう一つ一つがですね、そ

ういう村づくり、良い地域づくりに繋  がってい

く第一歩ではないのかなと。そういうことを考えま

すので、もう１回、村長さんから再度の答弁、決意

を伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：村長の前に、

私、担当のほうで、その見守り協定ということでの

事務を執らせていただきましたので、経過だけお話

させていただきたいと思います。トドック さんと

は、新聞の報道でもございましたが、   １０月

２２日付で協定をさせていただきました。その前に、

郵便事業株式会社稚内支店さんと、  ６月２５日

に同様に見守り協定を結ばさせていただいておりま

す。 

そもそも、この協定を結ぶ切っ掛けになりました

のは、郵便局さんのほうから村のほうにお話があり
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まして、その前段で、実は、協定前に郵便局さんが、

郵便局配達等の業務の中で、村内のお年寄りが、体

調が悪いと思われる方がいらしたと。ただ、その方

が、体調が悪いということを村に報告をすること自

体が、その郵便局配達員さんの方の、仕事上の守秘

義務に反するということで、当初は、その方も、た

めらっていたというふうに  伺っています。ただ、

万が一、その方に何かが  あっては大変というこ

とで、守秘義務違反というところも頭にありながら、

こちらのほうに連絡をいただいて、その方と訪問し

て、最終的には病院にかかっていただいて、事なき

を得たという経過がございます。 

そういった、業務上で、本来、人道的にしなけれ

ばならない部分も、やはり、業務上の守秘義務とい

うところに縛りがあった関係から、郵便局 さんの

ほうでも、何とかそれを、仕事と村のそういった見

守りとを繋げることはできないか、ということで、

６５歳以上のお年寄りという、一応の枠はあります

けども、訪問の際に、万が一、何か普段と違うこと

があれば、この協定を結ぶことで、自信を持って村

に、お知らせいただけるというような形で、結ばせ

ていただきました。その後、自治会連合会で、こう

いった協定を結ばせていただきますので、自治会に

も見守りのお手伝いをお願いします、ということで、

しております。 

そういった郵便局との協定を見られてといいます

か、そういったところから、トドックさんも村内に

入ってきて、多くの御家庭に配達をされているとい

うこともありますので、その特性を生かして、トド

ックさんでも、お手伝いをさせてください、という

ことがありましたので、こちらとしても、本来、村

が見守るべきところを、目が届かないところを、こ

ういった民間さんにお願いするということで、是非

お願いしますということで、いろいろ協定書の中身

も調整しながら、やらせていただいた経過がありま

す。 

御質問の村の商店、それから商工会さんのほうで

すけども、なかなか、私、担当としては、こちらの

ほうから各商店さんに、こういった条件で やって

くださいということも非常に言いにくいかと思って

おりましたので、もし、こういった流れがあってで

すね、商工会さんのほうから、こういう範囲で、お

手伝いをいただけるということがあれば、是非、御

協力をいただければというふうに担当としては考え

ております。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：私のほうから、村民との

触れ合いという観点から、ちょっと答弁させていた

だきます。私も村長になってからですね、この、ま

ち懇を開催するようになりました。当初というか、

最初はですね、感想といたしましてはですね、意外

に参加される方が少ないと。私としても当初より、

村民の皆様等の御意見を聞きながら村政を行う、と

いうのを基本にしておりましたが、せっかく、まち

づくり懇談会をやってもですね、数名の方しか参加

しないとか、そういう地区もございまして、それで、

やり方等を検討いたしました。その中で、理事者の

出席は一度だけ。その代わりにですね、先ほども出

ましたけども、経済交流会とか、ふれあいトークと

か、もし村長と話をしたい方がいらっしゃったら、

日にちは設定いたしますけど、どのような時間でも

ですね、お話しますよと。そのような、個別的に対

応できるような体制を取ってですね、村民の皆様の

声を聞く体制を、私としては、このフォローといい

ますか、皆様から声を聞く機会を多く作ったつもり

でおりました。 

確かに今回、私が出席しないという情報の周知は、

ちょっと足りなかったのかもしれませんが、私とし

ては、今の、この方法で、理事者の出席は１回。そ

してですね、もし、私と話す機会が必要な方がいら

っしゃいましたら、いつでも時間を都合しながらで

すね、皆様の率直な御意見をお聞きしたいと思って

おります。村民の声を聞きながら村政を行う、とい

う私の基本的な考えは、少しも後退しておりません。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんからも、ま

た再度そういう考え方であるということで、また機

会は、どういう形でも作りますよと。そのようなお

話でございましたので。ただですね、そういう普段
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の、いろいろな積み重ねがですね、やはり、その輪

が広がっていく、そういうことの積み重ねであろう

と。それが、いろいろなものや、考え方や、そうい

うのが少しずつ皆さん方と浸透することによって、

何かが生まれたり、何かが発生したりして、それが

一つずつ皆さん方、村民にとってですね、良い結果

に繋がっていくことが、やはり一番望ましいことで

はないのかなと。 

そういった意味でですね、この質問を通告したあ

とに、ちょっと、先ほども行政報告の中でありまし

たけれども、大災害というか、全戸の停電、そうい

ったときに、村、あるいは、村はもちろん、そうで

すけど、村民も、そういう連携の仕方だとか、どう

したのかとか、隣近所とか、いろいろな所に、そう

いうことにも、災害を乗り越えることにも繋がって

いくのではないのかなと。 

ですから、そういう意味でもですね、やはり、村

長さんというのは大変なお仕事で、激務ではありま

すが、そういう機会をですね、生み出せるような、

そういうような、今後も姿勢を取っていっていただ

ければなと。それは最後、お願いでございますので、

是非、そういうお願いをしまして、質問を終わりた

いと思います。以上です。 

 


